
撮影年月 災害名 地域 縮尺 枚数 撮影会社 索引番号

1959/09 伊勢湾台風災害 中京 ― 1308 ― ○ 70mm
マイクロ
（複製）

―
（1978.3作成）

（59-01）

1963/02
1963/03

昭和３８年１月豪雪 北陸 （6870
　～　22000）
ﾌｨｰﾄ

5638 ○ 白黒 ― 防衛庁 63-01

1964/03 雪害、異常残雪 魚野川 1/20000 201 ― ○ 白黒 東洋 （64-04）

1964/06
1964/07

新潟地震 新潟、秋田、山形 1/2500
　～　1/18000

（10000
　～　14000）
ﾌｨｰﾄ

266 ○ 白黒・白黒
（斜）・赤外・カ
ラー

○ 白黒・白黒
（斜）・赤外・
カラー

東洋
航空自衛隊
アジア
防衛庁
海上自衛隊
国際航業

64-01

1964/02
1964/03
1964/05
1965/03
1965/12

東京スモッグ 東京、神奈川、千葉、静岡、三重 1/10000
　～　1/40000

1054 ○ 白黒・パンク
ロ斜・赤外・
カラー

○ 白黒・パンク
ロ斜・赤外・
カラー

アジア 64-02

1964/08 地すべり 神奈川（箱根） 1/5000 46 ○ 赤外・カラー ― アジア 64-03

1965/03 スモッグ 東京 1/30000 209 ― ○ 白黒（斜１０）
白黒（斜３５）

アジア （65-06）

1965/04 波浪 新潟 1/7000 ― ― ○ （65-07）

1965/04
1965/05

雪害 長野、岐阜、石川、富山、長野、新潟、福島、
山梨、静岡、神奈川（湯河原）

1/200000 814 ○ 白黒 ○ 白黒 防衛庁 65-01

1965/05
1965/06

異常残雪 新潟、福島 1/20000 1235 ○ 白黒 ○ 白黒 防衛庁 65-02

災害空中写真・フイルム一覧表　（平成14年9月現在）

写真の有無 フィルムの有無



撮影年月 災害名 地域 縮尺 枚数 撮影会社 索引番号写真の有無 フィルムの有無

1965/07
1965/11

有明海北岸低地 佐賀 1/4000 254 ○ 白黒 ○ 白黒 阪急 65-03

1965/10
1967/03

松代群発地震 長野（松代） 1/12000 493 ○ 白黒 ― アジア 65-04

1965/11 台風第２４，２５号 福井（西谷村） 1/20000 180 ○ 白黒 ― アジア 65-05

1965/11 波浪拡散 相模湾 1/8000 28 ― ○ アジア （65-08）

1965/12 スモッグ 東京・神奈川・千葉 1/30000
　～　1/40000

222 ― ○ 白黒 アジア （65-09）

1966/03 雪害 新潟、福島、山形、青森、岩手 1/200000 810 ○ 白黒 ― 防衛庁 66-01

1965/11
1966/01

シラス地帯崩壊 鹿児島、熊本、宮崎 ― 96 ○ 白黒 ○ 白黒 66-02

1966/06 台風第４号 東京、神奈川 ― 14 ○ 白黒 ― アジア 66-03

1966/11 台風第２６号 富士川、笛吹川 1/20000 329 ○ 白黒 ○ 白黒 アジア 66-04

1966/11
1968/06

地滑り 佐賀・長崎 1/6000
　～　1/20000

265 ― ○ 白黒 アジア （66-05）

1966/12 拡散 広島湾 1/4000 95 ― ○ アジア （66-06）

1967/07
1967/08
1967/09
1967/10

昭和４２年７月豪雨 広島、兵庫 1/2500
　～　1/15000

778 ○ 白黒 ○ 白黒 アジア
国際航業
東洋

67-01

1967/07 伊豆洪水 静岡 1/4500
　～　1/8500

87 ○ 白黒 ― アジア 67-02

1967/08 加治川洪水 加治川 1/15000 61 ○ 白黒 ― アジア 67-03



撮影年月 災害名 地域 縮尺 枚数 撮影会社 索引番号写真の有無 フィルムの有無

1967/09 羽越豪雨 新潟 1/30000 100 ○ 白黒 ― アジア 67-04

1968/10 えびの地震 鹿児島・宮崎県境 1/10000 14 ○ 白黒 ○ 白黒 日本林業技術協
会

68-01

1968/11
1968/12

１９６８年８月豪雨（昭和４３年８月１
７日災害）

岐阜、愛知 1/20000 370 ○ 白黒 ― 東洋 68-02

1970/03 生田地区ローム台地 神奈川 1/5000 40 ― ○ 国際航業 （70-01）

1971/03
1970
1971/05

ローム台地がけくずれ 南多摩 1/16000
　～　1/20000

339 ― ○ 国際航空 （71-01）

1972/08 昭和４７年７月豪雨
（生田緑地崩れ）

神奈川 1/1000 15 ○ 白黒 ― 国際航業 72-01

1972/03 桜島爆発 鹿児島 1/10000 11 ○ 白黒 ― 72-02

1972/05 大沢崩れ 大沢扇状地（富士山） 1/20000 8 ○ 白黒 ― 東洋 72-03

1972/07 繁藤崩壊 高知（繁藤） 1/4000 8 ○ 白黒 ○ 白黒 国際航業 72-04

1972/07 天草上島崩壊 熊本（天草上島） 1/10000 148 ○ 白黒 ○ 白黒 国際航業 72-05

1974/04 粟島災害 新潟（粟島） 1/8000 12 ○ 白黒 ― 東洋 74-01

1974/04
1974/05

伊豆半島沖地震 伊豆半島 1/4000
　～　1/12500

111 ○ 白黒 ○ 白黒 東洋
玉野測量

74-02

1974/07 昭和４９年７月７日豪雨 兵庫（相生） 1/8000 32 ○ 白黒 ― アジア 74-03

1974/07 小豆島地すべり 香川（小豆島） 1/6000 28 ○ 白黒 ○ 白黒 東洋 74-04

1974/07 静岡災害 静岡 1/8000 60 ○ 白黒 ― 玉野測量 74-05

1975/02 池田地すべり 大阪 1/6000 4 ○ 白黒 ― 東洋 75-01



撮影年月 災害名 地域 縮尺 枚数 撮影会社 索引番号写真の有無 フィルムの有無

1975/04 大分県中部地震 大分 1/6000 123 ○ 白黒 ― 東洋 75-02

1975/08 東北地方集中豪雨災害 山形・秋田県境 1/10000 67 ○ 白黒 ○ 白黒 東洋 75-03

1975/08 台風第５号による高知県内災害 高知 1/6000
　～　1/20000

1247 ○ 白黒 ― アジア 75-04

1975/08 台風第６号による石狩川水害 石狩川中流域 1/25000 74 ○ 白黒 ― アジア 75-05

1975/08
1975/09

岩木山　　　　　　　（３３６７） 青森 1/8000 46 ― ○ 東洋 （75-06）

1976/09 台風第１７号（鶴見川洪水） 神奈川 1/5000 55 ○ 白黒 ○ 白黒 アジア 76-01

1976/09 台風第１７号（長良川洪水） 岐阜 1/15000 36 ○ カラー ○ カラー アジア 76-01

1976/09 台風第１７号（一宮崩壊地） 大阪 1/6000
　～　1/8000

12 ○ 白黒 ○ 白黒 アジア 76-01

1976/09 台風第１７号（家島災害） 兵庫 1/12500 27 ○ 白黒 ○ 白黒 アジア 76-01

1976/09 台風第１７号（岡山災害） 岡山 1/8000 35 ― ○ アジア 76-01

1976/09 台風第１７号（津田・仁尾災害） 香川 ― 10 ○ 白黒 ○ 白黒 アジア 76-01

1976/09 台風第１７号（小豆島災害） 香川（小豆島） 1/8000 45 ○ 白黒 ○ 白黒 アジア 76-01

1976/09 台風第１７号（一宮兵庫県内災害） 兵庫 1/8000 132 ○ 白黒 ○ 白黒 東洋 76-01

1976/07 南伊豆豪雨 静岡 1/10000 50 ○ 白黒 ― 東洋 76-02

1976/12 安八豪雨 岐阜 ― 14 ○ 白黒 ― 中日本航空 76-03

1977/08
1977/10

有珠山噴火 北海道（道南） 1/5000
　～　1/20000

391 ○ カラー・白黒 ○ カラー・白黒 画像研
日本地図センター

77-01



撮影年月 災害名 地域 縮尺 枚数 撮影会社 索引番号写真の有無 フィルムの有無

1978/01 伊豆大島近海地震 伊豆大島 1/10000 60 ○ 白黒 ― 東日本航空 78-01

1971/01
1976/09
1978/05

妙高高原土石流災害 新潟（妙高高原） 1/10000
　～　1/40000

169 ○ 白黒・カラー ○ 白黒・カラー 東洋
日本地図センター

78-02

1978/06 宮城県沖地震 宮城 1/5000 735 ○ 白黒 ― 国際航業 78-03

1978/06 有珠泥流災害 有珠山 1/10000
　～　1/20000

83 ○ 白黒・カラー ○ 白黒・カラー 画像研 78-04

1980/02 昭和５４年度新潟県内のなだれ発
生状況

新潟 1/25000 162 ○ 白黒 ― 旭伸航空 80-01

1981/08
1981/10

石狩川豪雨災害 石狩川、幌向川、旧美唄川
北海道（道央・道南）

1/10000
　～　1/50000

116 ○ 白黒・カラー ○ 白黒・カラー シン航空写真
パシフィック航業

81-01

1981/08 小貝川水害 小貝川 1/3000
　～　1/8750

274 ○ 白黒・カラー・
赤外カラー・
赤外

― 東洋 81-02

1982/08 奈良崩壊 奈良 1/10000 11 ○ カラー ○ カラー 朝日航洋 82-01

1983/04
1983/05

久慈火災 岩手（久慈陸中野田） 1/7500
　～　1/50000

36 ○ 白黒・カラー・
カラー（斜）

― アジア 83-01

1983/05
1983/06

日本海中部地震 日本海側 1/3000
　～　1/10000

96 ○ 白黒・カラー ― 国際航業
朝日航洋

83-02

1983/07 昭和５８年７月豪雨 大阪、島根 1/6000
　～　12500

― ○ カラー（斜）・
白黒・カラー

― アジア 83-03

1985/02 地滑り災害 新潟 ― ― ― ○ （85-01）



撮影年月 災害名 地域 縮尺 枚数 撮影会社 索引番号写真の有無 フィルムの有無

1986/08 台風第１０号 阿武隈川、吉田川、鳴瀬川、荒川、那珂川、
茂木町、桜川、小貝川

1/6000
　～　1/20000

87 ○ 白黒・カラー ― 朝日航洋
国際航業
アジア
中日本航空

86-01

1988/08 広島県西北部災害 広島 1/8000 49 ○ カラー ― アジア 88-01

1990/07 熊本土砂災害 熊本 1/3000
　～　1/10000

163 ○ カラー ― アジア 90-01

1992/08 雲仙岳噴火 長崎 1/10000 12 ○ カラー ― 国際航業 92-01

1993/08 鹿児島土砂洪水災害 鹿児島 1/5000 152 ○ カラー ― 国際航業 93-01

1995/01 兵庫県南部地震 兵庫 1/8000 932 ○ カラー ― アジア 95-01

1997/07 土石流災害 鹿児島 1/4000
　～　1/10000

16 ○ カラー・カラー
（斜）

― 中日本航空 97-01


